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部分・全体関係の概念はピアジェ心理学すべ

態を表現しています。
均衡の 3 つ目の可能性は，

ての領域にわたります。しかしながら，その概

部分と全体の相互保存をもたらします。ピアジ

念は未だに研究テーマとして十分扱われていま
せん。この講演の目的は，部分・全体関係構成

ェは，この均衡の形態のみが安定的だと言って
います。Jacqueline Bideau にならって，この均

の問題に関する参考点と研究の手がかりを与え

衡形態は「規範的文脈(contexte normatif)」に位

ることです。
部分・全体関係の概念は，1918 年に出版され

置すると呼ぶことにしましょう。このように，
全体と部分の保存があるときにのみ，安定的な

たピアジェの有名な小説『研究(Recherche)』以

論理関係を議論できるのです。

来，彼が興味を持っていた全体性(totalité)の概念
に結びついています。ピアジェは，この小説に

このようにして，部分・全体関係は全体と部
分の保存の問題を提起します。子どもによる部

おいて，人格(自分自身の考え)を表現する全体

分・全体関係の「構成(construction)」は，外世

性と他者(他の思索者)の考えによって表現され
る部分をいかに一致，両立させるかという問題

界との関係の問題としても提起されます。つま
り，関係を構成する物理的・社会的対象との関

を提起しました。

係の問題，内容や文脈との関係との問題です。

ピアジェの独創性は，全体性を生命のすべて
の領域(有機的，精神的，社会的)に関連して議

Jacqueline Bideau と Olivier Houdé の言葉を用い
て ， こ の 文 脈 を 「 実 際 的 文 脈 (contexte

論しているところだけではなく，全体性を均衡

pragmatique)」と呼びましょう。

の言葉で議論し，全体性と保存の概念の関係を
構築したところにもあります。

これから見ていきますが，実際的文脈は部分
や全体を修正することができ，部分と全体の間

ここでは，部分と全体の概念を子どもの思考
との関係についてのみ扱います。
ピアジェの自伝(1976)では，彼は 3 つの均衡
の可能性を考えています。

に葛藤を引き起こすことさえもできます。
では，ピアジェ心理学において全体性の概念
が表しているものを見ていきましょう。
部分・全体関係の研究は，ピアジェの初期の

最初の可能性は，全体が部分にまさり，部分
の修正を引き起こすことから成り立ちます。例

研究におけるひとつの論文の主題でした。この
論文は1921年に『子どもの部分概念の発達にお

えば，分析や統合に対置する大局的な漠然とし

け る 諸 側 面 (Essai sur quelques aspects du
développement de la notion de partie chez

た思考であるシンクレティズム(syncrétisme)は，
全体が部分にまさっている均衡の形態になると

l’enfant)』の題で発表されたものです。この論文

考えられます。均衡のもう 1 つの可能性は，部

には，すでに操作的理論の観点への芽生えが見

分の優位性と修正をもたらします。例えば，並
列は全体ではなく部分がまさっている均衡の形

て取れます。ピアジェは，この論文において，
心理的過程と論理的操作の分析を通して，部
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分・全体関係を実験的な方法で研究しています。
こうしてピアジェは心理学を論理学と部分・全

(manque)」のように考えられているのです。ピ
アジェによると，幼い子どもには包含表現の欠

体関係とに関連付けました。この部分・全体関

如が見られるのです。このようにして，ピアジ

係は論理的な包含関係として捉えられています。 ェは，包含を操作することにおける困難性は言
子どもが9，10歳まで「いくつか」と「すべて」 語ではなく思考によることを示しています。だ
という単語を混同することをピアジェに認識さ

からこそ，ピアジェがのちに研究する思考の段

せたのは，分類におけるBurtの試験研究です。
子どもは包含関係を制御できないように見えま

階において，部分・全体関係は論理的な領域に
のみ位置するのです。

す。

1921年以降もピアジェは部分・全体の均衡モ

包含関係とは何でしょう？
ピアジェがのちに用いた例をあげましょう。

デルを放棄したわけではありません。このモデ
ルは『子どもにおける道徳的判断(Le jugement

子どもの前に6本の雛菊と2本のバラを置き，
「花

moral chez l'enfant)』の中でピアジェが1932年に

の方が多いですか，それとも雛菊の方が多いで
すか？」と尋ねます。部分（B: バラ，もしくは

研究した子どもの道徳的・社会的思考を解釈す
るために用いられています。この場合，個人と

雛菊）と全体（A: 花）の間の包含関係は，すべ

社会との均衡が問題になっています。
「自己中心

ての花はいくつかの雛菊（もしくは，いくつか
のバラ）であり，結果的に部分(B)は全体(A)よ

性(égocentrisme)」は，個人的見地が社会全体の
見地との協応よりまさっている不均衡として描

り小さいことを意味します。

写され，
「拘束(contrainte)」は全体（両親や別の

1921年，ピアジェにとっての問題は，包含関
係を習得する困難性が言語の問題であるかどう

権威ある人物など）が個人よりまさることによ
って特徴づけられる不均衡です。そして，
「共同

かを知ることになりました。つまり，言葉の表

(coopération)」は個人とグループの見地が釣り合

現の問題であるのか，それとももっと奥に潜む
原因によるのかと言うことです。そして彼は，

った上位の均衡の形態と考えられます。
論 文 『 子 ど も に お け る 知 能 の 誕 生 (La

子どもにおいて，この困難性は言語との関係で

naissance de l'intelligence chez l'enfant)』(1936)で

はなく，思考との関係にあるより奥深い原因に
よることを示しました。しかしながら，1921年

は，ピアジェは部分と全体の均衡に，「有機体
(organisme)」と「環境(milieu)」との均衡を加え

のこの論文において，ピアジェが部分・全体関

ました。ピアジェは内的均衡を扱うために「組

係を論理関係だけではなく，修辞法的な言葉の
文(あや)のようにも考えていたことは注目すべ

織化(organisation)」の語を，有機体と環境の均
衡を扱うために「適応(adaptation)」の語を用い

きことでもあります。なぜなら，ピアジェによ

ました。ピアジェ理論の中で対立するように見

ると，部分・全体関係は，ある対象の一部があ
たかも全体であるかのようにしばしば表現され

えるこの２つの見地は，部分・全体関係の構成
と全体性概念の構成を説明する際に統合されま

たり，
全体を部分のように表現したりする空想，

す。1940年以降，ピアジェが具体的操作に関心

想像言語，詩の中にも見られるからです。
しかし，ピアジェがこの同じ論文で子どもの

を注いだ際，彼は部分・全体関係のテーマに再
び精力的に取り組みます。部分・全体関係のテ

思考を扱う際は，部分・全体関係は論理関係と

ーマが論理学の領域にのみ位置していることは

してのみ捉えられています。
そして，子どもの思考が統合の能力のないこ

現在では明らかですが，全体と部分は構造と集
合を通して探求されました。
重要なアイデアは，

とによって特徴づけられているように，部分・

論理的思考が行動と操作の内面化と協応の結果

全体関係は操作的構造化の能力のないことによ
って明確にされています。部分・全体の繋がり

だということです。これらの協応は均衡してい
る部分・全体の語で描写されます。部分が個別

は，今度は修辞法的な言葉の文ではなく，
「欠陥

的な操作であり，全体がそれらの合成から生じ
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る構造なのです。ピアジェはその後，保存の多
様な実験を通してこの問題に取り組みます。

の等しい全体性を分割する問題を考えることは
できなかった。なぜならば彼の実験では，量が

そして，全体と部分の問題は，量の保存の問

変化しないことが変換された対象の初期状態の

題に帰着するのです。もしある量が保存される
のであれば，それは全体が部分の和に等しいか

証拠であったからです。
さて，変換されたボールの同一性の保存(Aと

らです。そこで，部分・全体関係は，ピアジェ

A')が，変換されたボールと証拠のボールの同一

が同型として考えていた2つの異なった方法で
出現してきます。まず一方では，連続した全体

性(A'とB)よりも先にあることはわかっていま
す。つまり，もしAがA'(ソーセージ)に変換され

をその部分(点，要素，断片)への分割とその再

れば，子どもはAとA'の同一性を肯定しますが，

構成を通したもので，ピアジェが下位論理と呼
ぶ領域です。他方では，離散的な対象の組み合

A'とBの同一性は否定します。そのため，子ど
もが保存の問題に直面したとき，変換された対

わせや分解を通したもので，論理の領域です。

象における保存の質問をする代わりに，実は，

この2つの場合，部分・全体関係は包含関係とし
て捉えられます。

変換された対象と証拠の対象の比較という別の
問題を出したのです。そして，実験者が子ども

ピアジェは全体性のアイデアに再び取り組み

に変化することのない全体性に取り組むように

ました。ピアジェによると，永続的な全体性が
あれば，部分の全体への従属と操作的保存があ

求めたとき，子どもは以前に別の状況で保存さ
れていた思考過程に抑制が起こったとも言える

るのです。

でしょう。なぜならば，変換されたボールの同

しかしながら，ピアジェが全体性に対しても
つ考えは制限されていると私たちは考えます。

一性の保存は，変換された対象と証拠の対象に
おける同等性以前に起こっているからです。い

なぜでしょう？

ずれにせよ，全体性の概念におけるピアジェ流

結果的に部分・全体関係のテーマと関わる保
存の実験をひとつ取り上げましょう。

の方法論は，子どもが実験において問題となっ
ている要素を分離させることを妨げます。つま

子どもに粘土でできた2つのボールを比較す

り，全体性の分割や統合と同時に，保存，比較

るように求めます。2つのボールAとBを子ども
が等しいとわかるように作ります。一度子ども

という要素です。
そのため，私たちは全体性概念の限界に問い

がAとBの同等性を認めたら，実験者はボールの

かけました。このことによって，全体と部分の

１つ(A)を分割もしくは変形し，もう1つの方に
は触れません。そして，実験者は子どもに変形

関係は，子どもがそれに付与する様々な意味に
応じて徐々に変化する関係だという仮説を立て

もしくは分割されたボール(A')と変形されてい

るに至りました。
これから見ていきますように，

ないボール(B)を比べるように求めます。
部分が最初の全体を再構成するある対象(A)

これらの意味は，同時に，子どもの知識のレベ
ル，全体性について彼らがもつ考え，多かれ少

において分割がおこなわれたこと，変形が同じ

なかれ複雑になりえる問題を提起された状況，

かつひとつの対象上でおこなわれたこと（Aが
A'に変形された），変形もしくは分割された対象

子どもに質問するために支えとなる特別な内容
(用具)，指示，解くように求められた問題の子

が最初に同一であった（なぜならばBはAに等し

どもの読み方(もしくは表現)，用具に対する子

い）が変形はされなかった対象と比較されるこ
と以外に，何が観察できるでしょうか？

どもの行動，問題の表現を変化させる行動の結
果，など異なった要素に決定されるのです。し

そこで，ピアジェは変更された量との同一性

たがって，ある問題の表現が決して固定されて

の問題を超えて分割の問題を考えていなかった
と言えるでしょう。つまり，ピアジェが保存の

いるものではないことがわかるでしょう。つま
り，異なった要素に応じて子どもが問題に付与

問題に取り組んだ際に，彼は，例えばいくつか

する意味は，実際的文脈と規範的文脈を考慮す
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ることに導くのです。
規範的文脈は，主体の操作的段階を構成する

そこで，aとb，もしくはaとc，もしくはbとc
を比較するように求めます。

論理−数学的操作を含みます。実際的文脈は，

物質の保存に対応する保存の通常の実験では

物質的対象，問題，実験的状況，指示，主体の
作用などを含みます。Jacqueline Bideauが注意し

部分・全体関係を保存する保存の答えを与える
子どもが，3つの等しい長方形の半分を作りそし

ているように，この文脈が子どもに問題のある

て得られた半分を比較するこの状況に直面する

種の表現を押しつけ，優先される内容の性質を
参照して決定を行わせていると考えられます。

と，部分・全体関係を保存していないことがす
ぐに観察されます。実際，aとcを比較するよう

しかし，実際的文脈の考察は規範的文脈，つま

に子どもに求めると，例えば，子どもは最初の

り主体の操作的段階を破棄することを意味する
わけではありません。

全体性を忘れてしまって，彼は単に長方形と三
角形を比較するのです。子どもは，aが全体であ

半分の概念は，全体性の概念を保存の実験で

るAの半分であることを認め，cが全体であるC

行われた方法とは別の方法で分析することを可
能にしました。半分の概念は，部分と全体の間

の半分であることを認めます。しかし，たとえ
AがCに等しくとも，子どもは，形が異なるので

のより明確な関係を具現します。なぜならば，

aとcが等しい半分ではないと言うのです。言い

全体の半分を作ったとき，その2つの部分はその
全体を構成します。また，その2つの部分は排斥

換えると，ある全体(A)について実行された分割
の操作が，子どもにとっては，それと等しい他

しており，つまり重なる部分はなくその２つの

の全体(B)について実行された同じ操作と結び

部分は等しいのです。すでに触れたように，ピ
アジェ(1948)にとって，永続的な全体性がある

ついていません。ある場合において得られた産
物と他の場合において得られた産物は，子ども

とき，部分の全体への従属関係があり，結果的

にとって異なっています。なぜなら形が異なる

に操作的保存がありました。この視点から，全
体と特に半分の概念は保存の概念に依存すべき

からです。子どもは一定に保たれていたこと，
つまりはじめの全体性とその操作を忘れます。

だと考えられます。ところが，私たちが分析し

子どもは得られた量をあたかも新しい問題かの

た様々な実験は，それが必ずしもそうでないこ
とを示します。全体の保存は部分の保存を導か

ように考えます。そして，たとえばaとb，もし
くはaとc，もしくはbとcの同等性，非同等性を

ないのです。これらは2つの異なるものなのです。 証明するために，子どもは形の異なる半分を重
このようにして，私たちは，子どもが等しい全
体性に直面した際，つまり毎回異なった方法で

ね合わせ，全体を参考にすることなく同等性を
確信するように導く質的補償行為を確立したり，

半分を作るように求め，得られたそれらの半分

もしくは例えばaとcの同等性を否定することに

を比較するように求めた際に，子どもにとって
部分・全体関係が保存されないことを示すこと

導くであろう形状の違い(異なった形)によって
印象を与えられてしまいます。

ができました。例えば，3枚のチョコレートを形

これらのデータから，私たちは全体性の限界

作る3つの長方形を子どもに与えます。そして，
最初(A)，次に二番目(B)，次に三番目(C)を常に

を広げる必要があるという考えに至りました。
この意味で，私たちは部分・全体関係，そして

異なる方法で半分を与えるように子どもに求め

特に半分概念の概念化においてふたつの異なっ

ます。子どもは次図のような異なったいくつか
の半分を得ます。

た段階を導入しました。最初の段階は，
「対象に
ついての分割(fraction sur l'objet)」と呼ぶもので
す。この段階は，ある全体に関する分配と結合

a

a'

b

c

c'

b'
A

B

C

の操作の協応を前提とします。対象についての
分割は全体と部分間の明確な関係を意味します。
なぜならば，第一に，分割は全体の部分であり，
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部分は全体より小さく全体を参照せずにはあり
得ない断片です。そしてしかも，部分間に距離

またもし，2つの人形に6つのリンゴの半分ずつ
を与えるよう子どもに求めるようにすれば，問

的な関係があるからです。例えば，半分の場合

題により分配の手段を用いさせる実験状況にな

であれば，半分は別の半分と等しくならなけれ
ばなりません。しかし，全体と部分のこの関係

ります。つまり，部分が等しく全体を再構築す
るような全体性として6つのリンゴを考える代

は局所的です。つまり，全体性に相対的なので

わりに，子どもは実践的なシェーム(schème)，

す。この段階は，保存の実験でピアジェによっ
て研究された全体性の概念に対応します。私た

分配のシェームを用い，1つのリンゴをひとつの
人形に，別のリンゴを別の人形に対応させ６つ

ちが区別した第二段階は，
「相対的分割(fraction

のリンゴを分配するまで続けます。

relationnelle)」と呼ぶものです。相対的分割にお
いては，全体性はある特別な対象にのみ限られ

どうやら一見，子どもは問題を解きました。
しかし実際は，子どもは別の問題を解いたので

ることはなく，別の対象に拠る別の全体性と関

す。つまり，1対1の対応です。

わりを持ちます。このようにして，相対的分割
は分配と結合の操作の一般化された協応を前提

この問題を解く別の方法は，6つのリンゴをあ
る連続した全体と考えることです。つまり，6

にすると言えるのです。

つのリンゴが長方形を構成するとします。子ど

相対的分割の概念は，全体性の限界の拡張と
いう意味において全体性の概念を明確に修正し

もはそこで長方形の中心を考え，
腕をあて3つず
つに分けます。この方法でも子どもは正しい答

ます。

えに到達するのです。しかし，これは「中心」

部分と全体が保存するためには，例えば半分
に分割する場合，全体性との比較(異なるとか，

の概念が半分を発見させることができたのです。
別の場合には，この同じ問題に対する答えが別

等しいとか)を可能にする抽象的な参照単位(半

のシェームを促進することもあります。
例えば，

分)に拠る必要があります。つまり，子どもは半
分の関係が，半分が用いられる対象の形や大き

それぞれのリンゴを半分に切る場合です。幼い
子どもはこのように行動します。その上，得ら

さに依らずに常に同じであることを理解しなけ

れた半分をまた分配し，正しい結果に至る可能

ればなりません。そして，子どもはリンゴの半
分が別の半分と等しいこと，
また半分としては，

性もあります。しかし，すべてのリンゴを切っ
たあと，半分はひとつのリンゴの半分，もしく

半分はリンゴが大きくても小さくても半分と同

はすべての半分，もしくはいくつかの半分だと

じことを理解できるでしょう。このようにして，
形に応じて異なる複数の半分が最初の全体性と

言って正しい結果に至らない可能性もあります。
すべてのリンゴを切るこの方法を用いる9, 10歳

比較する同等関係から考えれば，同等であるこ

以上の子どもは，予期しなかった彼を混乱させ

とが理解できます。
もし単純な比較を考える形状的な知識による

る新しい問題に直面します。もし子どもが新し
い問題を自問すれば，そしてもし彼自身の行動

のではなく，子どもが半分の関係における抽象

(すべてのリンゴを切ること)の結果が自らを混

的な参照単位に拠るならば，二重の指示対象
(double référent)の考察を前提とする問題をも解

乱させれば，それは子どもが分配するという問
題ではなく別の問題を解いている最中であるこ

くことができるでしょう。この二重の指示対象

とになります。子どもはそれぞれの要素(リン

は，相対的に単純に見える問題においても現れ
ます。例えば，6つのリンゴの半分を与えなけれ

ゴ)の分割を集合の分割に協応させる問題を自
問しているのです。このようにして，「少なく」

ばいけない問題を考えてみましょう。これは単

なることを予期しながら，子どもは半分を与え

純な問題で基礎的と考えられます。例えば子ど
もがこの問題を分割の問題ではなく分配の問題

たいのに，より「多く」のものを見つけてしま
います。なぜならば，それぞれのリンゴを割れ

と考えた場合，これは大抵簡単に解かれます。

ば，子どもは要素の数を倍にするからです。彼

シルヴィア・パラ・ダイヤン
．．
は，ものと数を，つまり半分と2倍を混同します。
この混同は，子どもが半分という単位の意味が
いかなるものかわからない状態を作ります。つ
．． ．．
まり，いちがものを参照しているのか，半分が
数を参照しているのかということです。これら
の様々な問題は，子どもが二重の指示対象を考
えようとするが，それぞれの要素に対する半分
と集合に対する半分を協応することができない
ことから生じます。
相対的分割の概念は，単位の二重のシステム
と結果的にそれぞれの分割が参照のそれぞれの
単位に対してもつ保存との間の関係を仮定しま
す。相対的分割の概念は，このような方法で全
体性の限界を拡張します。このため，たとえ半
分の概念が簡単なように見えても実際にはこの
構築は難しいのです。子どもが問題に対する実
験の文脈，状況，読み方に応じて，この概念は
多かれ少なかれ複雑になる，難しい概念なので
す。実際には，この概念の複雑性は，私たちが
同時に規範的文脈と実際的文脈を考慮したこと
によって現れてきました。この複雑性は，部分・
全体関係が対象についての分割や保存の概念に
関わる全体性とは異なった考えをもたらします。
これは，部分と全体の間の関係はピアジェが保
存の実験において想像したものよりもより複雑
である，と言うことができる理由です。ピアジ
ェ流の概念枠組みから外に出ることなく，部
分・全体関係の2種類の区分（対象についての分
割と相対的分割）は，私たちが全体性のより柔
軟な考えに達し，そしてこのことから，比較的
もしくは一見簡単に見えるいくつかの状況にお
いて子どもが直面する多様な問題を説明するこ
ことを可能にしたのです。
註：本稿は 2001 年 11 月 27 日，筑波大学におい
ておこなわれた講演原稿の翻訳である。講演は
川村学園女子大学教授原田耕平先生が企画され
たものである。ピアジェ心理学の流れを汲みな
がら文脈を考慮している点が大変興味深い。
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